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(57)【要約】
【課題】プライベートスペースのオブジェクトをパブリ
ックスペースのオブジェクトとは分離し、ユーザが許可
したオブジェクトのみをパブリックスペースで他のユー
ザと共有させる。
【解決手段】表示端末装置１は、他のユーザと表示が共
有されていないプライベートスペースと他のユーザと表
示を共有可能なパブリックスペースを管理し、ユーザの
指示によりプライベートスペースのオブジェクトをパブ
リックスペースに投稿する。表示管理装置２は、パブリ
ックスペースに参加しているユーザを管理しており、パ
ブリックスペースに投稿されたオブジェクトの通知を受
けると、オブジェクトが投稿されたパブリックスペース
に参加しているユーザの表示端末装置１に投稿されたオ
ブジェクトを通知する。通知を受けた表示端末装置１は
、パブリックスペースが生成された動画コンテンツの画
面に、通知されたオブジェクトの画面を追加して表示す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パブリックスペースの識別情報と、前記パブリックスペースに参加しているユーザの識
別情報とを対応付けて記憶するユーザ参加状況記憶部と、
　前記パブリックスペースの識別情報と、前記パブリックスペースに投稿されたオブジェ
クトのデータとを対応付けて記憶する画面構成要素記憶部と、
　表示端末装置より、他の表示端末装置と表示が共有されないプライベートスペースから
他の表示端末装置と表示が共有されるパブリックスペースに投稿されたオブジェクトのデ
ータを受信し、前記パブリックスペースの識別情報と投稿された前記オブジェクトのデー
タとを対応付けて前記画面構成要素記憶部に書き込む画面構成要素管理部と、
　前記オブジェクトが投稿された前記パブリックスペースの識別情報に基づいて前記ユー
ザ参加状況記憶部から前記ユーザの識別情報を読み出し、読み出した前記ユーザの識別情
報により特定される前記表示端末装置に、投稿された前記オブジェクトのデータを送信し
、前記パブリックスペースが生成されたコンテンツデータの画面に前記オブジェクトのデ
ータに基づく画面を追加して表示させる画面更新指示部と、
　を備えることを特徴とする表示管理装置。
【請求項２】
　関連するユーザの識別情報を対応付けて記憶するソーシャルグラフ記憶部と、
　前記パブリックスペースを生成したユーザの前記表示端末装置から前記パブリックスペ
ースが生成されたコンテンツデータの識別情報と前記ユーザの識別情報とを受信して前記
ユーザ参加状況記憶部に書き込み、受信した前記ユーザの識別情報に基づいて前記ソーシ
ャルグラフ記憶部から関連する他のユーザの識別情報を読み出し、読み出した前記他のユ
ーザの識別情報により特定される前記表示端末装置に前記パブリックスペースの生成を通
知し、前記通知に対応して前記他のユーザの前記表示端末装置から前記パブリックスペー
スへの参加要求を受信した場合に前記パブリックスペースの識別情報に対応付けて前記他
のユーザの識別情報を前記ユーザ参加状況記憶部に書き込むユーザ参加状況管理部とをさ
らに備える、
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示管理装置。
【請求項３】
　前記パブリックスペースが生成された前記コンテンツデータは、放送または通信により
配信される動画のコンテンツデータであり、
　前記オブジェクトは、投稿先の前記パブリックスペースが生成された前記コンテンツデ
ータとは異なるコンテンツデータ、あるいは、前記表示端末装置に入力されたテキストデ
ータである、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の表示管理装置。
【請求項４】
　画面を表示する表示部と、
　ユーザによる入力を受ける入力部と、
　他の表示端末装置と表示が共有されないプライベートスペース、または、他の表示端末
装置と表示が共有されるパブリックスペースの表示を指示する論理スクリーン管理部と、
　前記パブリックスペースが生成されたコンテンツデータを取得するコンテンツ取得部と
、
　前記入力部により前記プライベートスペースのオブジェクトの投稿指示を受信し、投稿
された前記オブジェクトのデータを表示管理装置に通知する通知部と、
　前記表示管理装置から前記パブリックスペースに投稿されたオブジェクトのデータを受
信し、前記論理スクリーン管理部によりパブリックスペースの表示が指示された場合、前
記コンテンツ取得部が取得した前記コンテンツデータの画面に、前記投稿されたオブジェ
クトのデータに基づく画面を追加して前記表示部に表示させ、前記論理スクリーン管理部
によりプライベートスペースの表示が指示された場合、プライベートスペースのオブジェ
クトの画面を前記表示部に表示させる表示制御部と、
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　を備えることを特徴とする表示端末装置。
【請求項５】
　表示管理装置として用いられるコンピュータを、
　パブリックスペースの識別情報と、前記パブリックスペースに参加しているユーザの識
別情報とを対応付けて記憶するユーザ参加状況記憶部、
　前記パブリックスペースの識別情報と、前記パブリックスペースに投稿されたオブジェ
クトのデータとを対応付けて記憶する画面構成要素記憶部、
　表示端末装置より、他の表示端末装置と表示が共有されないプライベートスペースから
他の表示端末装置と表示が共有されるパブリックスペースに投稿されたオブジェクトのデ
ータを受信し、前記パブリックスペースの識別情報と投稿された前記オブジェクトのデー
タとを対応付けて前記画面構成要素記憶部に書き込む画面構成要素管理部、
　前記オブジェクトが投稿された前記パブリックスペースの識別情報に基づいて前記ユー
ザ参加状況記憶部から前記ユーザの識別情報を読み出し、読み出した前記ユーザの識別情
報により特定される前記表示端末装置に、投稿された前記オブジェクトのデータを送信し
、前記パブリックスペースが生成されたコンテンツデータの画面に前記オブジェクトのデ
ータに基づく画面を追加して表示させる画面更新指示部、
　として機能させるプログラム。
【請求項６】
　表示端末装置として用いられるコンピュータを、
　他の表示端末装置と表示が共有されないプライベートスペース、または、他の表示端末
装置と表示が共有されるパブリックスペースの表示を指示する論理スクリーン管理部、
　前記パブリックスペースが生成されたコンテンツデータを取得するコンテンツ取得部、
　入力部により前記プライベートスペースのオブジェクトの投稿指示を受信し、投稿され
た前記オブジェクトのデータを表示管理装置に通知する通知部、
　前記表示管理装置から前記パブリックスペースに投稿されたオブジェクトのデータを受
信し、前記論理スクリーン管理部によりパブリックスペースの表示が指示された場合、前
記コンテンツ取得部が取得した前記コンテンツデータの画面に、前記投稿されたオブジェ
クトのデータに基づく画面を追加して表示部に表示させ、前記論理スクリーン管理部によ
りプライベートスペースの表示が指示された場合、プライベートスペースのオブジェクト
の画面を前記表示部に表示させる表示制御部、
　として機能させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示管理装置、表示端末装置、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ番組を視聴しながらユーザ間でコメントなどを共有するソーシャルテレビの開発
が進んでいる。このソーシャルテレビでは、各ユーザが投稿したテキストなどのオブジェ
クトをテレビ番組の画面に追加し、複数のユーザの表示端末に表示させる。また、パーソ
ナルコンピュータなどの複数の表示端末間でウェブページを共有する技術がある（例えば
、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２１０１８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述したソーシャルテレビでは、全てのユーザの表示端末で同一の画面を表示させてい
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た。しかし、将来的には、各ユーザが、タブレット端末などの自分の表示端末でテレビ番
組を視聴することが想定される。そこで、個人の表示端末だけで画面を表示させるプライ
ベートスペースを、各ユーザが投稿したオブジェクトをテレビ番組の画面に追加して他の
ユーザと共有して表示させるパブリックスペースとは分離し、自分が許可したオブジェク
トのみをパブリックスペースで共有させたいという要望があった。
【０００５】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたもので、他のユーザと表示を共有しない
プライベートスペースをコンテンツに対して生成されたパブリックスペースとは分離し、
ユーザが許可したオブジェクトのみをパブリックスペースで他のユーザと共有させる表示
管理装置、表示端末装置、及びプログラムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
［１］　本発明の一態様は、パブリックスペースの識別情報と、前記パブリックスペース
に参加しているユーザの識別情報とを対応付けて記憶するユーザ参加状況記憶部と、前記
パブリックスペースの識別情報と、前記パブリックスペースに投稿されたオブジェクトの
データとを対応付けて記憶する画面構成要素記憶部と、表示端末装置より、他の表示端末
装置と表示が共有されないプライベートスペースから他の表示端末装置と表示が共有され
るパブリックスペースに投稿されたオブジェクトのデータを受信し、前記パブリックスペ
ースの識別情報と投稿された前記オブジェクトのデータとを対応付けて前記画面構成要素
記憶部に書き込む画面構成要素管理部と、前記オブジェクトが投稿された前記パブリック
スペースの識別情報に基づいて前記ユーザ参加状況記憶部から前記ユーザの識別情報を読
み出し、読み出した前記ユーザの識別情報により特定される前記表示端末装置に、投稿さ
れた前記オブジェクトのデータを送信し、前記パブリックスペースが生成されたコンテン
ツデータの画面に前記オブジェクトのデータに基づく画面を追加して表示させる画面更新
指示部と、を備えることを特徴とする表示管理装置である。
　この態様によれば、表示管理装置の画面構成要素管理部は、プライベートスペースから
パブリックスペースに投稿されたオブジェクトのオブジェクトＩＤまたは投稿内容を表示
端末装置より受信し、パブリックスペースの識別情報と対応付けて画面構成要素記憶部に
書き込む。画面更新指示部は、パブリックスペースに参加しているユーザの識別情報を記
憶するユーザ参加状況記憶部を参照し、オブジェクトが投稿されたパブリックスペースに
参加しているユーザを特定する。そして画面更新指示部は、パブリックスペースに参加し
ているユーザの表示端末装置に、投稿されたオブジェクトのオブジェクトＩＤまたは投稿
内容を送信し、パブリックスペースが生成されたコンテンツデータの画面に、オブジェク
トＩＤにより特定されるオブジェクト、または、オブジェクトの投稿内容の画面を追加し
て表示させる。
　これにより、表示管理装置は、プライベートスペースをパブリックスペースとは分離し
て表示する表示端末装置に、ユーザがプライベートスペースからパブリックスペースに投
稿したオブジェクトを、パブリックスペースが生成されたコンテンツに追加した画面を他
のユーザの表示端末装置と共有して表示させることができる。
【０００７】
［２］　本発明の一態様は、上述した表示管理装置であって、関連するユーザの識別情報
を対応付けて記憶するソーシャルグラフ記憶部と、前記パブリックスペースを生成したユ
ーザの前記表示端末装置から前記パブリックスペースが生成されたコンテンツデータの識
別情報と前記ユーザの識別情報とを受信して前記ユーザ参加状況記憶部に書き込み、受信
した前記ユーザの識別情報に基づいて前記ソーシャルグラフ記憶部から関連する他のユー
ザの識別情報を読み出し、読み出した前記他のユーザの識別情報により特定される前記表
示端末装置に前記パブリックスペースの生成を通知し、前記通知に対応して前記他のユー
ザの前記表示端末装置から前記パブリックスペースへの参加要求を受信した場合に前記パ
ブリックスペースの識別情報に対応付けて前記他のユーザの識別情報を前記ユーザ参加状
況記憶部に書き込むユーザ参加状況管理部とをさらに備える、ことを特徴とする。
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　この態様によれば、表示管理装置のユーザ参加状況管理部は、ユーザの表示端末装置か
らパブリックスペースを生成したコンテンツデータの識別情報と当該ユーザの識別情報を
受信してユーザ参加状況記憶部に書き込む。ユーザ参加状況管理部は、関連するユーザの
ユーザＩＤを対応付けて記憶するソーシャルグラフ記憶部を参照し、パブリックスペース
を生成したユーザに関連する他のユーザを特定し、特定した他のユーザの表示端末装置に
パブリックスペースの生成を通知する。ユーザ参加状況管理部は、他のユーザの端末装置
からパブリックスペースへの参加要求を受信すると、パブリックスペースの識別情報に対
応付けて他のユーザの識別情報をユーザ参加状況記憶部に書き込む。
　これにより、表示管理装置は、パブリックスペースの画面を、関連のあるユーザの表示
端末装置間で共有して表示させることができる。
【０００８】
［３］　本発明の一態様は、上述した表示管理装置であって、前記パブリックスペースが
生成された前記コンテンツデータは、放送または通信により配信される動画のコンテンツ
データであり、前記オブジェクトは、投稿先の前記パブリックスペースが生成された前記
コンテンツデータとは異なるコンテンツデータ、あるいは、前記表示端末装置に入力され
たテキストデータである、ことを特徴とする。
　この態様によれば、表示管理装置は、パブリックスペースが生成された放送番組やＶＯ
Ｄ（Video On Demand）コンテンツなどの動画コンテンツの画面に追加して、ユーザが投
稿した他の動画コンテンツやウェブページなどのコンテンツ、あるいは、ユーザが入力し
たテキストデータなどを表示端末装置に表示させる。
　これにより、表示管理装置は、パブリックスペースが生成された放送番組やＶＯＤコン
テンツなどの動画コンテンツの画面に追加して、当該パブリックスペースに参加している
ユーザがその動画コンテンツを視聴しながら投稿した他の動画コンテンツやウェブページ
、あるいは、ユーザが入力したテキストデータなどを追加して表示端末装置に表示させる
ことができる。
【０００９】
［４］　本発明の一態様は、画面を表示する表示部と、ユーザによる入力を受ける入力部
と、他の表示端末装置と表示が共有されないプライベートスペース、または、他の表示端
末装置と表示が共有されるパブリックスペースの表示を指示する論理スクリーン管理部と
、前記パブリックスペースが生成されたコンテンツデータを取得するコンテンツ取得部と
、前記入力部により前記プライベートスペースのオブジェクトの投稿指示を受信し、投稿
された前記オブジェクトのデータを表示管理装置に通知する通知部と、前記表示管理装置
から前記パブリックスペースに投稿されたオブジェクトのデータを受信し、前記論理スク
リーン管理部によりパブリックスペースの表示が指示された場合、前記コンテンツ取得部
が取得した前記コンテンツデータの画面に、前記投稿されたオブジェクトのデータに基づ
く画面を追加して前記表示部に表示させ、前記論理スクリーン管理部によりプライベート
スペースの表示が指示された場合、プライベートスペースのオブジェクトの画面を前記表
示部に表示させる表示制御部と、を備えることを特徴とする表示端末装置である。
　この態様によれば、表示端末装置の通知部は、ユーザがプライベートスペースからパブ
リックスペースに投稿したオブジェクトのオブジェクトＩＤまたは投稿内容を表示管理装
置に通知する。表示制御部は、表示管理装置から当該ユーザまたは他のユーザがパブリッ
クスペースに投稿したオブジェクトのオブジェクトＩＤまたは投稿内容を受信する。表示
制御部は、論理スクリーン管理部によりパブリックスペースの表示が指示された場合、パ
ブリックスペースが生成されたコンテンツの画面に、受信したオブジェクトＩＤにより特
定されるオブジェクトまたは投稿内容の画面を追加してディスプレイに表示させる。また
、表示制御部は、論理スクリーン管理部によりプライベートスペースの表示が指示された
場合、プライベートスペースのオブジェクトの画面をディスプレイに表示させる。
　これにより、表示端末装置は、プライベートスペースをコンテンツに対して生成された
パブリックスペースとは分離して表示する。表示端末装置は、パブリックスペースが生成
されたコンテンツの画面に、当該パブリックスペースに参加しているユーザがプライベー
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トスペースから投稿したオブジェクトを追加した画面を、他のユーザの表示端末装置と共
有して表示することができる。
【００１０】
［５］　本発明の一態様は、表示管理装置として用いられるコンピュータを、パブリック
スペースの識別情報と、前記パブリックスペースに参加しているユーザの識別情報とを対
応付けて記憶するユーザ参加状況記憶部、前記パブリックスペースの識別情報と、前記パ
ブリックスペースに投稿されたオブジェクトのデータとを対応付けて記憶する画面構成要
素記憶部、表示端末装置より、他の表示端末装置と表示が共有されないプライベートスペ
ースから他の表示端末装置と表示が共有されるパブリックスペースに投稿されたオブジェ
クトのデータを受信し、前記パブリックスペースの識別情報と投稿された前記オブジェク
トのデータとを対応付けて前記画面構成要素記憶部に書き込む画面構成要素管理部、前記
オブジェクトが投稿された前記パブリックスペースの識別情報に基づいて前記ユーザ参加
状況記憶部から前記ユーザの識別情報を読み出し、読み出した前記ユーザの識別情報によ
り特定される前記表示端末装置に、投稿された前記オブジェクトのデータを送信し、前記
パブリックスペースが生成されたコンテンツデータの画面に前記オブジェクトのデータに
基づく画面を追加して表示させる画面更新指示部、として機能させるプログラムである。
【００１１】
［６］　本発明の一態様は、表示端末装置として用いられるコンピュータを、他の表示端
末装置と表示が共有されないプライベートスペース、または、他の表示端末装置と表示が
共有されるパブリックスペースの表示を指示する論理スクリーン管理部、前記パブリック
スペースが生成されたコンテンツデータを取得するコンテンツ取得部、入力部により前記
プライベートスペースのオブジェクトの投稿指示を受信し、投稿された前記オブジェクト
のデータを表示管理装置に通知する通知部、前記表示管理装置から前記パブリックスペー
スに投稿されたオブジェクトのデータを受信し、前記論理スクリーン管理部によりパブリ
ックスペースの表示が指示された場合、前記コンテンツ取得部が取得した前記コンテンツ
データの画面に、前記投稿されたオブジェクトのデータに基づく画面を追加して表示部に
表示させ、前記論理スクリーン管理部によりプライベートスペースの表示が指示された場
合、プライベートスペースのオブジェクトの画面を前記表示部に表示させる表示制御部、
として機能させるプログラムである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、個人の表示端末装置だけで画面を表示させるプライベートスペースを
、テレビ番組に各ユーザにより投稿されたテキストなどのオブジェクトを追加した画面を
他のユーザの表示端末装置と共有して表示させるパブリックスペースとは分離し、ユーザ
が許可したオブジェクトのみをパブリックスペースで共有させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態による表示システムの構成を示すブロック図である。
【図２】同実施形態による表示端末装置１－１の構成を示すブロック図である。
【図３】同実施形態による表示端末装置１－２の構成を示すブロック図である。
【図４】同実施形態による表示管理装置２の構成を示すブロック図である。
【図５】同実施形態によるユーザ相互間関係データのデータ構成例を示す図である。
【図６】同実施形態によるユーザ属性データのデータ構成例を示す図である。
【図７】同実施形態によるユーザ参加状況データのデータ構成例を示す図である。
【図８】同実施形態による画面構成要素データのデータ構成例を示す図である。
【図９】同実施形態による投稿テキストデータのデータ構成例を示す図である。
【図１０】同実施形態による表示端末装置１の表示例を示す図である。
【図１１】同実施形態による表示端末装置１の表示例を示す図である。
【図１２】同実施形態による表示端末装置１の表示例を示す図である。
【図１３】同実施形態による表示端末装置１の表示例を示す図である。
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【図１４】同実施形態による表示端末装置１の表示例を示す図である。
【図１５】同実施形態によるパブリックスペースの画面の表示例を示す図である。
【図１６】同実施形態によるパブリックスペース選択画面の表示例を示す図である。
【図１７】同実施形態によるテキスト投稿画面の表示例を示す図である。
【図１８】同実施形態による表示システムのパブリックスペース作成時の処理フローを示
す図である。
【図１９】同実施形態による表示システムのパブリックスペースへのオブジェクト投稿時
の処理フローを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の一実施形態による表示システムの全体構成を示すブロック図であり、
本実施形態に関係する機能ブロックのみを抽出して示してある。同図に示すように、表示
システムは、表示端末装置１、表示管理装置２、放送送出装置３、動画配信装置４、及び
コンテンツ提供装置５を備えて構成される。表示端末装置１、表示管理装置２、動画配信
装置４、及びコンテンツ提供装置５は、通信ネットワーク９により接続される。同図にお
いては、放送送出装置３、動画配信装置４、及びコンテンツ提供装置５を１台のみ示して
いるが、複数台を備え得る。
【００１６】
　表示端末装置１は、例えば、ユーザが保有するコンピュータ装置、あるいは、テレビジ
ョン受像機（以下、「テレビ」と記載する。）などである。以下では、タブレット端末や
スマートフォンなどの可搬のコンピュータ装置である表示端末装置１を表示端末装置１－
１、テレビである表示端末装置１を表示端末装置１－２とする。ユーザは、表示端末装置
１－１のみ、表示端末装置１－２のみ、あるいは、表示端末装置１－１及び表示端末装置
１－２の両方を保有する。また、表示端末装置１－２は、複数のユーザにより共有されう
る。
【００１７】
　表示管理装置２は、複数の表示端末装置１において表示を共有させるパブリックスペー
スを管理する。パブリックスペースは、放送番組またはＶＯＤ（Video On Demand）コン
テンツに対して生成され、ユーザが投稿したオブジェクトが付加される。以下、放送番組
とＶＯＤコンテンツを総称して「動画コンテンツ」と記載する。
【００１８】
　放送送出装置３は、テレビ放送サービスを提供し、放送番組の動画コンテンツデータを
放送信号により表示端末装置１へ送出する。また、放送送出装置３は、放送番組のコンテ
ンツ関連情報を表示管理装置２に提供する。コンテンツ関連情報は、例えば、動画コンテ
ンツのサムネイル画像や動画コンテンツの説明などの情報である。
【００１９】
　動画配信装置４は、例えばＶＯＤ配信サーバであり、ＶＯＤコンテンツの動画コンテン
ツデータを、通信ネットワーク９を介して表示端末装置１へ配信する。また、動画配信装
置４は、ＶＯＤコンテンツのコンテンツ関連情報を表示管理装置２に提供する。
【００２０】
　コンテンツ提供装置５は、例えばウェブサーバであり、通信ネットワーク９を介してウ
ェブページなどのコンテンツデータを表示端末装置１に配信する。
【００２１】
　図２は、表示端末装置１－１の構成を示す機能ブロック図であり、本実施形態と関係す
る機能ブロックのみを抽出して示してある。同図に示すように、表示端末装置１－１は、
入力部１１、通信部１２、チューナ１３（コンテンツ取得部）、連携部１４、表示部１５
、データ取得部１６（コンテンツ取得部）、表示制御部１７、通知部１８、及び論理スク
リーン管理部１９を備えて構成される。
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【００２２】
　入力部１１は、ユーザによる操作の入力を受ける。通信部１２は、通信ネットワーク９
を経由して他の装置とデータを送受信する。チューナ１３は、放送送出装置３が送出した
放送信号を受信し、受信した放送信号から放送番組の動画コンテンツデータを取得して表
示制御部１７に出力する。連携部１４は、無線または有線のホームネットワークにより表
示端末装置１－２とデータを送受信する。表示部１５は画像を表示するディスプレイであ
る。なお、表示部１５がタッチパネルである場合、表示部１５が入力部１１を備える。
【００２３】
　データ取得部１６は、通信ネットワーク９を介して他の装置からデータを取得する。
　論理スクリーン管理部１９は、表示制御部１７に表示指示を出力し、表示部１５に表示
させる論理スクリーンを指示する。論理スクリーンとは、表示端末装置１が表示可能なパ
ブリックスペースの画面とプライベートスペースの画面である。上述したように、パブリ
ックスペースは、動画コンテンツに対して作成され、他の表示端末装置１と画面を共有し
て表示させることができる。パブリックスペースの画面は、動画コンテンツに、ユーザが
投稿したオブジェクトを付加した画面である。オブジェクトは、例えば、コンテンツや、
ユーザが入力したテキストである。オブジェクトとなるコンテンツは、パブリックスペー
スが生成された動画コンテンツとは別の動画コンテンツでもよく、動画コンテンツ以外の
コンテンツでもよい。一方、プライベートスペースの画面とは、他の表示端末装置１とは
共有して画面を表示させず、自表示端末装置においてのみ表示させる画面である。プライ
ベートスペースには、例えば、パブリックスペースには投稿しないオブジェクト、パブリ
ックスペースに投稿する前のオブジェクトなどが含まれる。
【００２４】
　表示制御部１７は、画面組立部１７１を備えて構成され、論理スクリーン管理部１９か
ら指示された論理スクリーンの画面データを表示部１５に出力し、表示させる。画面組立
部１７１は、論理スクリーン管理部１９からパブリックスペースの表示指示を受信した場
合、パブリックスペースが生成された動画コンテンツの画面に、パブリックスペースに投
稿されたオブジェクトの画面を重ねて表示させる画面データを生成する。動画コンテンツ
の画面は、チューナ１３またはデータ取得部１６が取得した動画コンテンツデータに基づ
いて生成される。オブジェクトの画面は、表示管理装置２から受信したユーザ投稿テキス
ト、データ取得部１６がコンテンツ提供装置５から取得したコンテンツデータ、あるいは
チューナ１３またはデータ取得部１６が取得した動画コンテンツデータに基づいて生成さ
れる。
【００２５】
　通知部１８は、入力部１１への入力によってユーザが指示したパブリックスペースへの
参加あるいはパブリックスペースからの離脱を表示管理装置２に通知する。また、通知部
１８は、入力部１１によってユーザがパブリックスペースへの投稿を指示したオブジェク
ト、あるいは、パブリックスペースからの削除を指示したオブジェクトを表示管理装置２
に通知する。
【００２６】
　図３は、表示端末装置１－２の構成を示す機能ブロック図であり、本実施形態と関係す
る機能ブロックのみを抽出して示してある。同図において、図２に示す表示端末装置１－
１と同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。同図に示す表示端末装置１
－２が表示端末装置１－１と異なる点は、通知部１８、及び論理スクリーン管理部１９を
備えていない点、連携部１４に代えて連携部１４ａを備える点である。連携部１４ａは、
例えばホームネットワークにより表示端末装置１－１との間でデータを送受信する。
【００２７】
　図４は、表示管理装置２の構成を示す機能ブロック図であり、本実施形態と関係する機
能ブロックのみを抽出して示してある。表示管理装置２は、例えば、１台または複数台の
サーバコンピュータ等のコンピュータ装置により実現することができる。同図に示すよう
に、表示管理装置２は、記憶部２１、通信部２２、ユーザ参加状況管理部２３、画面構成
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要素管理部２４、及び画面更新指示部２５を備えて構成される。
【００２８】
　記憶部２１は、ハードディスク装置や半導体メモリなどで実現され、ソーシャルグラフ
記憶部２１１、ユーザ参加状況記憶部２１２、画面構成要素記憶部２１３、及び投稿テキ
スト記憶部２１４を備えて構成される。
　ソーシャルグラフ記憶部２１１は、ソーシャルグラフデータとしてユーザ相互間関係デ
ータ及びユーザ属性データを記憶する。ユーザ相互間関係データは関連するユーザの対応
付けを示し、ユーザ属性データは各ユーザの属性を示す。
　ユーザ参加状況記憶部２１２は、ユーザ参加状況データを記憶する。ユーザ参加状況デ
ータは、各パブリックスペースに参加しているユーザを示す。
　画面構成要素記憶部２１３は、画面構成要素データを記憶する。画面構成要素データは
、パブリックスペースが生成された動画コンテンツと、パブリックスペースにオブジェク
トとして投稿されたコンテンツを示す。
　投稿テキスト記憶部２１４は、投稿テキストデータを記憶する。投稿テキストデータは
、パブリックスペースにオブジェクトとして投稿されたテキストを示す。
【００２９】
　通信部２２は、通信ネットワーク９を経由して他の装置とデータを送受信する。ユーザ
参加状況管理部２３は、表示端末装置１からユーザのパブリックスペースへの参加あるい
はパブリックスペースからの離脱の通知を受け、ユーザ参加状況記憶部２１２に記憶され
ているユーザ参加状況データを更新するとともに、他のユーザの表示端末装置１へユーザ
の参加あるいは離脱を通知する。
【００３０】
　画面構成要素管理部２４は、パブリックスペースに投稿されたオブジェクトを管理し、
投稿コンテンツ管理部２４１及び投稿テキスト管理部２４２を備える。投稿コンテンツ管
理部２４１は、表示端末装置１からパブリックスペースにオブジェクトとして投稿された
コンテンツあるいはパブリックスペースから削除するコンテンツの通知を受け、画面構成
要素記憶部２１３に記憶されている画面構成要素データを更新する。投稿テキスト管理部
２４２は、表示端末装置１からパブリックスペースにオブジェクトとして投稿されたテキ
ストを受信し、受信したテキストにより投稿テキスト記憶部２１４に記憶されている投稿
テキストデータを更新する。
　画面更新指示部２５は、表示端末装置１にパブリックスペースの画面へのオブジェクト
の画面の追加や削除を指示する。
【００３１】
　次に、表示管理装置２が記憶するデータについて説明する。
【００３２】
　図５は、ソーシャルグラフ記憶部２１１に記憶されるユーザ相互間関係データのデータ
構成例を示す図である。同図に示すように、ユーザ相互間関係データは、第１ユーザＩＤ
および第２ユーザＩＤの項目を有する。ユーザ相互間関係データの各レコード（行）が、
つながりのある（友人関係の）ユーザを表す。ユーザ相互間関係データを辿ることにより
、あるユーザに関連する他のユーザを検索することができる。第１ユーザＩＤ、第２ユー
ザＩＤには、ユーザを一意に特定する識別情報であるユーザＩＤが設定される。
【００３３】
　図６は、ソーシャルグラフ記憶部２１１に記憶されるユーザ属性データのデータ構成例
を示す図である。同図に示すように、ユーザ属性データは、ユーザＩＤ、ユーザ名、ユー
ザを表すアイコン画像、ユーザが保有する表示端末装置１のアドレス等のユーザ属性情報
を示すデータであり、ユーザ属性データの各レコード（行）は一人のユーザに対応してい
る。なお、１ユーザのユーザＩＤに対応して、表示端末装置１－１と表示端末装置１－２
のアドレスなど、複数の表示端末装置１のアドレスが設定されうる。
【００３４】
　図７は、ユーザ参加状況記憶部２１２に記憶されるユーザ参加状況データのデータ構成
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例を示す図である。同図に示すように、ユーザ参加状況データは、パブリックスペースを
一意に特定する識別情報であるパブリックスペースＩＤと、作成ユーザと、参加ユーザと
を対応付けたデータである。作成ユーザは、パブリックスペースを作成したユーザであり
、参加ユーザは、作成ユーザ以外にパブリックスペースに参加しているユーザである。作
成ユーザ、及び参加ユーザは、ユーザＩＤにより示される。
【００３５】
　図８は、画面構成要素記憶部２１３に記憶される画面構成要素データのデータ構成例を
示す図である。同図に示すように、画面構成要素データは、パブリックスペースＩＤと、
パブリックスペースが生成された動画コンテンツを一意に特定する識別情報である動画Ｉ
Ｄと、パブリックスペースに投稿されたオブジェクトを一意に特定する識別情報であるオ
ブジェクトＩＤとを対応付けたデータである。
【００３６】
　図９は、投稿テキスト記憶部２１４に記憶される投稿テキストデータを示す図である。
同図に示すように、投稿テキストデータは、パブリックスペースＩＤと、パブリックスペ
ースへ投稿されたテキストと、投稿ユーザと、投稿ユーザのアイコン画像と、投稿日時と
を対応付けたデータである。投稿ユーザは、ユーザＩＤにより示される。
【００３７】
　次に、表示端末装置１の表示について説明する。
【００３８】
　図１０は、表示端末装置１－１と表示端末装置１－２の物理スクリーンと、表示端末装
置１－１の論理スクリーンを示す図である。同図に示すように、タブレット端末である表
示端末装置１－１は、パブリックスペースの画面Ｇ１と、表示端末装置１－１でのみ表示
させるプライベートスペースの画面Ｇ２を論理スクリーンとしている。論理スクリーンに
おけるパブリックスペースの画面Ｇ１には、パブリックスペースが生成された動画コンテ
ンツの画面が含まれる。また、論理スクリーンにおけるプライベートスペースの画面Ｇ２
には、オブジェクトとしてコンテンツ提供装置５から取得したウェブページ（コンテンツ
データ）の画面に加え、プライベートスペースのオブジェクトをパブリックスペースに移
動させるための論理スクリーン移動ボタンＢ１が含まれる。同図においては、表示端末装
置１－１は、入力部１１によりユーザが選択（フォーカス）したプライベートスペースの
画面Ｇ２を表示部１５に表示している。また、テレビなどプライベートスペースを持たな
い表示端末装置１－２は、パブリックスペースの画面を表示している。
【００３９】
　図１１は、図１０において表示端末装置１－１の論理スクリーンを切替えた場合の物理
スクリーンを示す図である。同図に示すように、表示端末装置１－１は、入力部１１によ
りユーザが選択（フォーカス）したパブリックスペースの画面Ｇ１を表示部１５に表示し
ている。
【００４０】
　図１２は、図１０において表示端末装置１－１によりオブジェクト投稿を行った後の物
理スクリーンと論理スクリーンを示す図である。図１０に示す表示状態において、ユーザ
が表示端末装置１－１の入力部１１により論理スクリーン移動ボタンＢ１を選択した場合
、プライベートスペースのオブジェクトがパブリックスペースに投稿される。これにより
、論理スクリーンにおけるプライベートスペースの画面Ｇ４は、図１０に示す画面Ｇ２か
ら、投稿されたオブジェクトが削除された画面となる。また、論理スクリーンにおけるパ
ブリックスペースの画面Ｇ３は、図１０に示す画面Ｇ１に、パブリックスペースに投稿さ
れたオブジェクトの画面と論理スクリーン移動ボタンＢ２とが追加された画面となる。論
理スクリーン移動ボタンＢ２は、オブジェクトをパブリックスペースから削除してプライ
ベートスペースに移動させるためのボタンである。
【００４１】
　同図において、表示端末装置１－１は、ユーザによって選択された論理スクリーンであ
るパブリックスペースの画面Ｇ３を表示している。また、表示端末装置１－２は、オブジ
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ェクト追加後のパブリックスペースの画面を表示している。ユーザが表示端末装置１－１
の入力部１１により、論理スクリーン移動ボタンＢ２を選択した場合、パブリックスペー
スからオブジェクトが削除されてプライベートスペースに移動し、図１０または図１１に
示すスクリーンとなる。
【００４２】
　例えば、ユーザが表示端末装置１－１としてのタブレット端末を手元に持ちながら、表
示端末装置１－２としてのテレビを視聴している場合、パブリックスペースに対する操作
はタブレット端末で行う。上述したように、タブレット端末には、論理スクリーン移動ボ
タンＢ２を除き、テレビと同じパブリックスペースの画面が表示されるため、テレビとタ
ブレット端末間で視線移動をさせることなく、オブジェクトの追加や削除など、パブリッ
クスペースに対する操作が可能となる。
　また、例えば、複数のユーザがそれぞれタブレット端末を手元に持ちながら１台のテレ
ビを視聴している場合、各ユーザがプライベートスペースから移動させたオブジェクトを
パブリックスペースに同時に表示させ、スクリーン共有を行うことができる。
【００４３】
　図１３は、スクリーン共有を行う場合の表示端末装置１－１と表示端末装置１－２の物
理スクリーンを示す図である。ここでは、ユーザＡとユーザＢがそれぞれ表示端末装置１
－１を有し、１台の表示端末装置１－２で動画コンテンツを視聴している。同図において
は、ユーザＡの表示端末装置１－１、ユーザＢの表示端末装置１－１、及び表示端末装置
１－２は、動画コンテンツに、ユーザＡが投稿したオブジェクトＪ１と、ユーザＢが投稿
したオブジェクトＪ２とが追加されたパブリックスペースの画面を表示している。なお、
ユーザＡの表示端末装置１－１、ユーザＢの表示端末装置１－１は、自装置により投稿し
たオブジェクトに論理スクリーン移動ボタンＢ２をさらに追加して表示している。
【００４４】
　図１４は、複数のユーザがそれぞれ異なるテレビを視聴している場合にスクリーン共有
を行っているときの表示端末装置１－１と表示端末装置１－２の物理スクリーンを示す図
である。ここでは、ユーザＡとユーザＢがそれぞれ表示端末装置１－１を有し、異なる表
示端末装置１－２で動画コンテンツを視聴している。同図においては、ユーザＡの表示端
末装置１－１及び表示端末装置１－１、ならびに、ユーザＢの表示端末装置１－１及び表
示端末装置１－２は、動画コンテンツに、ユーザＡが投稿したオブジェクトＪ３と、ユー
ザＢが投稿したオブジェクトＪ４とが追加されたパブリックスペースの画面を表示してい
る。なお、ユーザＡの表示端末装置１－１、ユーザＢの表示端末装置１－１は、自装置に
より投稿したオブジェクトに論理スクリーン移動ボタンＢ２をさらに追加して表示してい
る。
【００４５】
　なお、ユーザは、表示端末装置１－１のみを保有し、パブリックスペースを視聴する場
合や、表示端末装置１－２のみを保有し、パブリックスペースを視聴することも可能であ
る。ただし、表示端末装置１－２のみを保有するユーザは、自分でオブジェクトの投稿や
削除はできず、パブリックスペースの表示のみに機能が限定される。
【００４６】
　図１５は、表示端末装置１－２に表示されるパブリックスペースの画面の例を示す図で
ある。同図に示すように、パブリックスペースの画面には、パブリックスペースが生成さ
れた動画コンテンツの画面に、ユーザが投稿したオブジェクトが追加して表示される。投
稿されたオブジェクトには、他の動画コンテンツやテキストなどがあり、投稿された他の
動画のパブリックスペースに参加しているユーザのアイコン画像や、テキストを投稿した
ユーザのアイコン画像などのオブジェクトも動画コンテンツの画面に追加して表示される
。
【００４７】
　図１６は、表示端末装置１－１に表示されるパブリックスペース選択画面の例を示す図
である。表示端末装置１－１は、表示管理装置２から現在作成されているパブリックスペ
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ースの一覧を受信し、表示する。パブリックスペースの一覧には、パブリックスペースを
作成したユーザと、パブリックスペースが生成された動画コンテンツのコンテンツ関連情
報が含まれる。ユーザは、入力部１１により、この一覧の中から参加するパブリックスペ
ースを選択する。これにより、選択されたパブリックスペースの画面が表示端末装置１－
１の表示部１５に表示される。なお、新たにパブリックスペースを生成する場合、ユーザ
は「部屋を作る」と表示されたパブリックスペース生成ボタンＢ３を選択する。
【００４８】
　図１７は、表示端末装置１－１に表示されるテキスト投稿画面の例を示す図である。表
示端末装置１－１は、プライベートスペースにテキスト投稿画面を表示し、ユーザは入力
部１１によりこのテキスト投稿画面のテキスト記述フィールドＦに投稿するテキストを入
力する。ユーザが投稿ボタンＢ４を選択することにより、このテキスト投稿画面に入力さ
れたテキストがパブリックスペースに投稿される。
【００４９】
　次に、表示システムの動作について説明する。ここでは、ユーザＡ、ユーザＢのそれぞ
れが表示端末装置１－１を保有し、かつ、ユーザＡとユーザＢが同じ表示端末装置１－２
を視聴している場合について説明する。以下、ユーザＡが保有する表示端末装置１－１を
表示端末装置１－１ａ、ユーザＢが保有する表示端末装置１－１を表示端末装置１－１ｂ
と記載する。表示管理装置２のユーザ相互間関係データには、ユーザＡとユーザＢとが友
人関係であることが登録されており、ユーザ属性データには、ユーザＡ、ユーザＢのユー
ザ属性情報が登録されている。ユーザ属性データには、ユーザＡのユーザＩＤに対応付け
て表示端末装置１－１ａ、及び表示端末装置１－１のアドレスが設定され、ユーザＢのユ
ーザＩＤに対応付けて表示端末装置１－１ｂ、及び表示端末装置１－１のアドレスが設定
されている。
【００５０】
　図１８は、表示システムにおけるパブリックスペース作成時の処理フローを示す図であ
る。まず、ユーザＡが表示端末装置１－１ａの入力部１１により、現在作成されているパ
ブリックスペースの問い合わせを入力すると、データ取得部１６は、パブリックスペース
問い合わせを表示管理装置２に送信する。表示管理装置２のユーザ参加状況管理部２３は
、ユーザ参加状況記憶部２１２に記憶されているユーザ参加状況データから現在登録され
ているパブリックスペースのパブリックスペースＩＤ、動画ＩＤ、及び作成ユーザを読み
出す。ユーザ参加状況管理部２３は、ソーシャルグラフ記憶部２１１に記憶されているユ
ーザ属性データから、作成ユーザに対応したユーザ名を読み出す。さらに、ユーザ参加状
況管理部２３は、動画ＩＤに対応したコンテンツ関連情報を放送送出装置３または動画配
信装置４から取得する。ユーザ参加状況管理部２３は、各パブリックスペースのパブリッ
クスペースＩＤ、コンテンツ関連情報、及びユーザ名を設定したパブリックスペース通知
を通信部２２に出力し、通信部２２は、パブリックスペース通知を表示端末装置１－１ａ
に送信する。
【００５１】
　表示端末装置１－１ａの通信部１２は、パブリックスペース通知を受信し、表示制御部
１７に出力する。表示制御部１７は、パブリックスペース通知に設定されているコンテン
ツ関連情報、及びユーザ名を表示部１５に表示させる。これにより、表示部１５は、図１
６に示すようなパブリックスペース選択画面を表示する。なお、コンテンツ関連情報は、
表示端末装置１－１ａにおいて取得してもよい。この場合、表示管理装置２のユーザ参加
状況管理部２３は、コンテンツ関連情報に代えて動画ＩＤをパブリックスペース通知に設
定し、表示端末装置１－１ａのデータ取得部１６は、動画ＩＤに対応したコンテンツ関連
情報を放送送出装置３または動画配信装置４から取得する。
【００５２】
　ユーザＡは、表示端末装置１－１ａの表示部１５が表示している内容から現在作成され
ているパブリックスペースを確認する。ユーザＡは、新たにパブリックスペースを作成す
ると決めた場合、パブリックスペースを作成する対象の動画コンテンツを指定する情報と
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、パブリックスペースの作成依頼を入力部１１により入力する。通知部１８は、指定され
た動画コンテンツの動画ＩＤと、ユーザＡのユーザＩＤとを設定したパブリックスペース
作成依頼を通信部１２に出力し、通信部１２はパブリックスペース作成依頼を表示管理装
置２に送信する（ステップＳ１１０）。
【００５３】
　表示端末装置１－１ａの連携部１４は、入力部１１により選択された動画コンテンツの
動画ＩＤを表示端末装置１－２に通知する。さらに、表示端末装置１－１ａの論理スクリ
ーン管理部１９は、パブリックスペースの表示を表示制御部１７に指示する。
【００５４】
　パブリックスペースが生成された動画コンテンツが放送番組である場合、表示端末装置
１－１ａのチューナ１３はその放送番組の動画コンテンツデータを、放送送出装置３が送
出した放送信号から取得して表示制御部１７に出力する。一方、パブリックスペースが生
成された動画コンテンツがＶＯＤコンテンツである場合、データ取得部１６は、そのＶＯ
Ｄコンテンツの動画コンテンツデータを通信部１２を介して動画配信装置４から取得し、
表示制御部１７へ出力する。表示端末装置１－１ａの表示制御部１７は、パブリックスペ
ースが生成された動画コンテンツの動画コンテンツデータを表示部１５に表示させる。
【００５５】
　また、表示端末装置１－２の連携部１４ａが表示端末装置１－１ａから放送番組の動画
ＩＤを受信すると、チューナ１３は受信した動画ＩＤにより特定される放送番組の動画コ
ンテンツデータを、放送送出装置３が送出した放送信号から取得して表示制御部１７に出
力する。一方、表示端末装置１－２の連携部１４ａが表示端末装置１－１ａからＶＯＤコ
ンテンツの動画ＩＤを受信した場合、データ取得部１６は、受信した動画ＩＤにより特定
される動画コンテンツデータを通信部１２を介して動画配信装置４から取得し、表示制御
部１７に出力する。表示端末装置１－２の表示制御部１７は、表示端末装置１－１ａから
受信した動画ＩＤの動画コンテンツデータ（パブリックスペースが生成された動画コンテ
ンツの動画コンテンツデータ）を表示部１５に表示させる。
【００５６】
　表示管理装置２の通信部２２は、ステップＳ１１０において送信されたパブリックスペ
ース作成依頼を受信し、ユーザ参加状況管理部２３に出力する。ユーザ参加状況管理部２
３は、パブリックスペース作成依頼を受信すると、パブリックスペースＩＤを割り当てる
。ユーザ参加状況管理部２３は、ユーザ参加状況記憶部２１２に記憶されているユーザ参
加状況データに新たなレコードを追加し、割り当てたパブリックスペースＩＤと、パブリ
ックスペース作成依頼から取得したユーザＩＤを設定した作成ユーザとを書き込む。さら
に、ユーザ参加状況管理部２３は、画面構成要素記憶部２１３が記憶している画面構成要
素データに新たなレコードを追加し、パブリックスペースＩＤと、パブリックスペース作
成依頼から取得した動画ＩＤとを書き込む（ステップＳ１１５）。
【００５７】
　ユーザ参加状況管理部２３は、ソーシャルグラフ記憶部２１１に記憶されているユーザ
相互間関係データを参照し、パブリックスペース作成依頼から取得したユーザＩＤが第１
ユーザＩＤに設定されているレコードを特定し、第２ユーザＩＤを読み出す。さらに、ユ
ーザ参加状況管理部２３は、読み出した第２ユーザＩＤが第１ユーザＩＤに設定されてい
るレコードを特定し、第２ユーザＩＤを読み出す処理を所定の回数繰り返してもよい（ス
テップＳ１２０）。
【００５８】
　続いて、ユーザ参加状況管理部２３は、ソーシャルグラフ記憶部２１１に記憶されてい
るユーザ属性データから、ステップＳ１２０で読み出した第２ユーザＩＤに対応したアド
レスを読み出す。なお、ユーザ属性データに表示端末装置１の種類（表示端末装置１－１
であるか表示端末装置１－２であるか）をさらに記憶しておき、種類が表示端末装置１－
１のアドレスのみを読み出すようにしてもよい。読み出したアドレスにはユーザＢが保有
する表示端末装置１－１ｂのアドレスが含まれる。ユーザ参加状況管理部２３は、ユーザ
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Ａがパブリックスペースを作成した旨と、パブリックスペースＩＤと、パブリックスペー
スが作成された動画コンテンツの動画ＩＤとを設定したパブリックスペース作成通知を生
成する。ユーザ参加状況管理部２３は、読み出したアドレスを宛先として、生成したパブ
リックスペース作成通知を送信するよう通信部２２に指示する（ステップＳ１２５）。
【００５９】
　ユーザＢの表示端末装置１－１ｂの通信部１２は、表示管理装置２からパブリックスペ
ース作成通知を受信し、表示制御部１７に出力する。表示制御部１７は、受信したパブリ
ックスペース作成通知に基づいて、ユーザＡがパブリックスペースを作成した旨を表示部
１５に表示させる（ステップＳ１３０）。表示端末装置１－１ｂは、ログイン指示の入力
待ちとなる（ステップＳ１３５：ＮＯ）。
【００６０】
　ユーザＢが通知されたパブリックスペースに参加すると決めた場合、入力部１１により
パブリックスペースへのログイン（参加）指示を入力する（ステップＳ１３５：ＹＥＳ）
。通知部１８は、パブリックスペース作成通知から取得したパブリックスペースＩＤと、
ユーザＢのユーザＩＤとを設定したログイン要求（参加要求）を通信部１２に出力し、通
信部１２は、ログイン要求（参加要求）を表示管理装置２に送信する（ステップＳ１４０
）。
【００６１】
　表示端末装置１－１ｂがログイン要求を表示管理装置２に送信すると、論理スクリーン
管理部１９は、パブリックスペースの表示を表示制御部１７に指示する。パブリックスペ
ース作成通知に放送番組の動画ＩＤが設定されている場合、表示制御部１７は動画ＩＤを
チューナ１３に出力する。チューナ１３は動画ＩＤにより特定される放送番組の動画コン
テンツデータを、放送送出装置３が送出した放送信号から取得して表示制御部１７に出力
する。一方、パブリックスペース作成通知にＶＯＤコンテンツの動画ＩＤが設定されてい
る場合、表示制御部１７は動画ＩＤをデータ取得部１６に出力する。データ取得部１６は
、受信した動画ＩＤにより特定される動画コンテンツデータを通信部１２を介して動画配
信装置４から取得し、表示制御部１７に出力する。表示端末装置１－１ｂの表示制御部１
７は、パブリックスペースが生成された動画コンテンツの動画コンテンツデータを表示部
１５に表示させる。
【００６２】
　表示管理装置２の通信部２２は、ログイン要求を受信すると、ユーザ参加状況管理部２
３に出力する（ステップＳ１４５）。ユーザ参加状況管理部２３は、受信したログイン要
求からパブリックスペースＩＤとユーザＩＤを取得する。ユーザ参加状況管理部２３は、
パブリックスペースＩＤによりユーザ参加状況記憶部２１２が記憶しているユーザ参加状
況データのレコードを特定し、特定したレコードの参加ユーザに取得したユーザＩＤを追
加して書き込む。さらに、ユーザ参加状況管理部２３は、特定したユーザ参加状況データ
のレコードに設定されている作成ユーザ及び参加ユーザから、ユーザＢ以外のユーザＩＤ
を読み出す（ステップＳ１５０）。これにより、ユーザＡのユーザＩＤが読み出される。
【００６３】
　ユーザ参加状況管理部２３は、ソーシャルグラフ記憶部２１１に記憶されているユーザ
属性データから、ステップＳ１５０において読み出したユーザＩＤに対応したアドレスを
読み出す。なお、ユーザ属性データに表示端末装置１の種類が記憶されている場合、種類
が表示端末装置１－１のアドレスのみを読み出すようにしてもよい。ユーザ参加状況管理
部２３は、読み出したアドレスを宛先として、ユーザＢがパブリックスペースにログイン
した旨を通知するログイン通知を送信するよう通信部２２に指示する（ステップＳ１５５
）。これにより、ユーザＡの表示端末装置１－１ａの通信部１２は、表示管理装置２から
ログイン通知を受信し、表示制御部１７に出力する。表示端末装置１－１ａの表示制御部
１７は、受信したログイン通知に基づいて、ユーザＢがパブリックスペースにログインし
た旨を表示部１５に表示させる（ステップＳ１６０）。
【００６４】
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　なお、ユーザがパブリックスペースからログアウト（離脱）する場合、以下のように動
作する。
　例えば、ユーザＢがパブリックスペースから離脱すると決めた場合、表示端末装置１－
１ｂの入力部１１によりパブリックスペースからのログアウトを入力する。通知部１８は
、ユーザＩＤを設定したログアウト要求（離脱要求）を通信部１２に出力し、通信部１２
は、ログアウト要求を表示管理装置２に送信する。
【００６５】
　表示管理装置２の通信部２２がログアウト要求を受信すると、ユーザ参加状況管理部２
３は、受信したログアウト要求に設定されているユーザＩＤによりユーザ参加状況記憶部
２１２が記憶しているユーザ参加状況データのレコードを特定する。ユーザ参加状況管理
部２３は、特定したレコードの作成ユーザまたは参加ユーザからログアウト要求に設定さ
れているユーザＩＤを削除する。さらに、ユーザ参加状況管理部２３は、特定したレコー
ドの作成ユーザ及び参加ユーザからユーザＩＤを読み出し、読み出したユーザＩＤに対応
したアドレスをソーシャルグラフ記憶部２１１に記憶されているユーザ属性データから読
み出す。なお、ユーザ属性データに表示端末装置１の種類が記憶されている場合、種類が
表示端末装置１－１のアドレスのみを読み出すようにしてもよい。ユーザ参加状況管理部
２３は、読み出したアドレスを宛先として、ユーザＢがパブリックスペースからログアウ
トした旨を通知するログアウト通知を送信するよう通信部２２に指示する。これにより、
表示端末装置１－１ａの通信部１２はログアウト通知を受信し、表示制御部１７は、受信
したログアウト通知に基づいて、ユーザＢがパブリックスペースからログアウトした旨を
表示部１５に表示させる。
【００６６】
　なお、ユーザＡがログアウトした場合、表示端末装置１－１ａは上述した表示端末装置
１－１ｂの処理と同様の処理を行い、表示端末装置１－１ｂは上述した表示端末装置１－
１ａの処理と同様の処理を行う。表示管理装置２は、ユーザＢのユーザＩＤが設定された
ログアウト要求に代えてユーザＡのユーザＩＤが設定されたログアウト要求を受信し、同
様の処理を行う。
【００６７】
　図１９は、表示システムにおけるパブリックスペースへのオブジェクト投稿時の処理フ
ローを示す図である。
【００６８】
　以下では、ユーザＡがオブジェクトをパブリックスペースに追加する場合を例にして説
明する。
　まず、ユーザＡが動画コンテンツ、あるいは、動画コンテンツ以外のコンテンツをパブ
リックスペースに投稿する場合について説明する。
　表示端末装置１－１ａがパブリックスペースの画面を表示している場合、ユーザＡは表
示端末装置１－１ａの入力部１１により、パブリックスペースからプライベートスペース
へフォーカスを切り替える指示を入力する。表示端末装置１－１ａの論理スクリーン管理
部１９は、表示制御部１７にプライベートスペースの画面を表示するよう指示し、表示制
御部１７は、表示部１５にプライベートスペースの画面を表示させる。ユーザＡが表示端
末装置１－１ａの入力部１１により、動画コンテンツ（放送番組またはＶＯＤコンテンツ
）の取得指示や、ウェブページへのアクセス指示を入力する。
【００６９】
　表示制御部１７は、放送番組の取得指示が入力された場合、放送番組の取得をチューナ
１３に指示し、ＶＯＤコンテンツの取得指示が入力された場合、データ取得部１６にＶＯ
Ｄコンテンツの取得を指示する。チューナ１３は取得が指示された放送番組の動画コンテ
ンツデータを放送信号から取得し、表示制御部１７に出力する。あるいは、データ取得部
１６は、取得が指示されたＶＯＤコンテンツを通信部２２を介して動画配信装置４から取
得し、表示制御部１７に出力する。
　一方、ウェブページへのアクセス指示が入力された場合、表示制御部１７は、データ取
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得部１６にウェブページへのアクセスを指示する。データ取得部１６は、アクセスが指示
されたウェブページのコンテンツデータを通信部２２を介してコンテンツ提供装置５から
取得し、表示制御部１７に出力する。
　表示制御部１７は、チューナ１３またはデータ取得部１６が取得した動画コンテンツデ
ータ、またはデータ取得部１６が取得したウェブページのコンテンツデータをプライベー
トスペースのオブジェクトとして表示部１５に表示させる。これにより、例えば、表示端
末装置１－１ａ、表示端末装置１－１ｂ、及び表示端末装置１－２の表示は図１０に示す
ようになる。
【００７０】
　ここで、ユーザＡが表示端末装置１－１ａの入力部１１によりプライベートスペースの
画面からパブリックスペースの画面へフォーカスを切り替えるよう指示を入力すると、論
理スクリーン管理部１９は、表示制御部１７にパブリックスペースの画面を表示するよう
指示する。表示制御部１７は、パブリックスペースが生成された動画コンテンツの画面を
表示部１５に表示させる。これにより、例えば、表示端末装置１－１ａ及び表示端末装置
１－２の表示は図１１に示すようになる。
【００７１】
　ユーザＡは、プライベートスペースのオブジェクトをパブリックスペースに投稿する場
合、表示端末装置１－１ａの入力部１１によりオブジェクトの投稿指示を入力する。例え
ば、ユーザは、図１０に示す表示状態で論理スクリーン移動ボタンＢ１を選択する。表示
端末装置１－１ａの論理スクリーン管理部１９は、プライベートスペースからオブジェク
トの画面を削除するとともに、表示制御部１７にパブリックスペースの表示を指示する。
表示端末装置１－１ａの通知部１８は、オブジェクトの投稿があったと判断し（ステップ
Ｓ２１０：ＹＥＳ）、投稿されたオブジェクトの種類を判断する（ステップＳ２１５）。
投稿されたオブジェクトが動画コンテンツやウェブページなどのコンテンツである場合（
ステップＳ２１５：ＮＯ）、通知部１８は、投稿されたオブジェクトのオブジェクトＩＤ
と、ユーザＡのユーザＩＤを設定したオブジェクト追加指示を通信部１２に出力する。通
信部１２は、オブジェクト追加指示を表示管理装置２に送信する（ステップＳ２２０）。
例えば、オブジェクトＩＤには、オブジェクトがウェブページであればそのウェブページ
のＵＲＬ（Universal Resource Locator）が設定され、動画コンテンツであれば動画ＩＤ
が設定される。
【００７２】
　表示管理装置２の通信部２２は、オブジェクト追加指示を受信し、画面構成要素管理部
２４に出力する。画面構成要素管理部２４は、オブジェクト追加指示を受信したため投稿
があったと判断し（ステップＳ３１０：ＹＥＳ）、さらに、オブジェクト追加指示にオブ
ジェクトＩＤが設定されているため、コンテンツの投稿であると判断する（ステップＳ３
１５：ＮＯ）。
【００７３】
　投稿コンテンツ管理部２４１は、受信したオブジェクト追加指示から取得したユーザＩ
Ｄにより、ユーザ参加状況記憶部２１２に記憶されているユーザ参加状況データのレコー
ドを特定し、パブリックスペースＩＤを読み出す。以下、この読み出したパブリックスペ
ースＩＤを「参加パブリックスペースＩＤ」と記載する。投稿コンテンツ管理部２４１は
、参加パブリックスペースＩＤにより画面構成要素記憶部２１３に記憶されている画面構
成要素データのレコードを特定し、特定したレコードのオブジェクトＩＤに、オブジェク
ト追加指示から取得したオブジェクトＩＤを設定する。
【００７４】
　続いて、画面更新指示部２５は、画面構成要素データに、オブジェクト追加指示から取
得したオブジェクトＩＤが他のパブリックスペースの動画ＩＤとして設定されているレコ
ードがあるか否かを判断する。レコードがあると判断した場合、画面更新指示部２５は、
そのレコードからパブリックスペースＩＤを読み出し、読み出したパブリックスペースＩ
Ｄによりユーザ参加状況データのレコードを特定する。画面更新指示部２５は、特定した
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レコードの作成ユーザ及び参加ユーザからユーザＩＤ（以下、「他パブリックスペース参
加ユーザＩＤ」と記載する。）を読み出す。画面更新指示部２５は、ソーシャルグラフ記
憶部２１１に記憶されているユーザ属性データから、他パブリックスペース参加ユーザＩ
Ｄに対応したアイコン画像を読み出す。
【００７５】
　画面更新指示部２５は、参加パブリックスペースＩＤによりユーザ参加状況のレコード
を特定し、特定したレコードの作成ユーザ及び参加ユーザからユーザＩＤを読み出す。さ
らに、画面更新指示部２５は、読み出したユーザＩＤのそれぞれに対応付けて設定されて
いるアドレスを、ソーシャルグラフ記憶部２１１が記憶しているユーザ属性データから読
み出す。これにより、ユーザＡと同じパブリックスペースに参加しているユーザの表示端
末装置１のアドレスが読み出される。読み出されたアドレスには、表示端末装置１－１ａ
、表示端末装置１－１ｂ、及び表示端末装置１－２のアドレスが含まれる。画面更新指示
部２５は、読み出したアドレスを宛先として、オブジェクトＩＤと、他パブリックスペー
ス参加ユーザＩＤに対応して読み出したアイコン画像とを設定したオブジェクト追加表示
指示を送信するよう通信部２２に指示する（ステップＳ３２０）。なお、オブジェクトＩ
Ｄが他のパブリックスペースの動画ＩＤとして設定されていない場合、画面更新指示部２
５は、オブジェクトＩＤのみをオブジェクト追加表示指示に設定する。
【００７６】
　表示端末装置１－１ａ、表示端末装置１－１ｂ、及び表示端末装置１－２は、以下のス
テップＳ２３０からステップＳ２４０の処理を行う。
　通信部１２は、オブジェクト追加表示指示を受信し、表示制御部１７に出力する。表示
制御部１７は、オブジェクト追加表示指示を受信すると、表示を更新すると判断する（ス
テップＳ２３０：ＹＥＳ）。表示制御部１７は、オブジェクト追加表示指示にオブジェク
トＩＤが設定されているため、コンテンツの追加表示であると判断する（ステップＳ２３
５：ＮＯ）。表示制御部１７は、オブジェクト追加表示指示に設定されているオブジェク
トＩＤが放送番組の動画ＩＤである場合、チューナ１３にオブジェクトＩＤを出力する。
チューナ１３は、オブジェクトＩＤにより特定されるから放送番組の動画コンテンツデー
タを放送信号から取得して表示制御部１７へ出力する。一方、オブジェクトＩＤがＶＯＤ
コンテンツの動画ＩＤあるいはウェブページのコンテンツＩＤである場合、表示制御部１
７はオブジェクトＩＤをデータ取得部１６に出力する。データ取得部１６は、オブジェク
トＩＤにより特定される動画コンテンツデータあるいはウェブページを、通信部１２を介
して動画配信装置４またはコンテンツ提供装置５から取得し、表示制御部１７に出力する
。
【００７７】
　表示制御部１７の画面組立部１７１は、現在のパブリックスペースの画面に、新たにチ
ューナ１３またはデータ取得部１６から出力された動画コンテンツデータあるいはウェブ
ページの画面を追加して表示させる画面データを生成する。なお、追加されたオブジェク
トが動画コンテンツであり、オブジェクト追加表示指示にアイコン画像が含まれている場
合、画面組立部１７１は、オブジェクトとして追加された動画コンテンツの画面に、さら
にアイコン画像を追加表示する画面データを生成する。画面組立部１７１は、生成した画
面データを表示部１５に出力し、表示させる（ステップＳ２４０）。
【００７８】
　表示端末装置１－１ａ、及び表示端末装置１－１ｂは、ログアウト指示が入力されてい
ない場合は（ステップＳ２４５：ＮＯ）、ステップＳ２１０からの処理を繰り返し、ユー
ザが入力部１１によりログアウト指示を入力した場合は（ステップＳ２４５：ＹＥＳ）、
上述したログアウトの処理を行なう。
【００７９】
　続いて、ユーザＡがテキストを投稿する場合について説明する。
　表示端末装置１－１ａがプライベートスペースの画面を表示しているときに、ユーザＡ
が入力部１１によりテキスト投稿画面の表示指示を入力する。これにより、データ取得部
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１６は、通信部１２を介して表示管理装置２からテキスト投稿画面データを取得して表示
制御部１７に出力し、表示制御部１７は、テキスト投稿画面データに基づいて、例えば図
１７に示すテキスト投稿画面を表示部１５に表示させる。このテキスト投稿画面データに
は、ユーザＡ以外に現在パブリックスペースに参加している他のユーザの人数や、テキス
トを投稿した他のユーザのアイコン画像が含まれる。表示管理装置２は、現在パブリック
スペースに参加している他のユーザの人数を、参加パブリックスペースＩＤにより特定さ
れるユーザ参加状況のレコードに作成ユーザ及び参加ユーザとして設定されているユーザ
ＩＤの数に基づいて判断する。また、表示管理装置２は、テキストを投稿した他のユーザ
のアイコン画像を、参加パブリックスペースＩＤにより特定される投稿テキストデータの
レコードから読み出す。なお、テキスト投稿画面データは、表示端末装置１－１内に予め
記憶しておいてもよい。
【００８０】
　ユーザＡが、テキスト投稿画面を利用して、入力部１１により投稿内容のテキストと、
投稿指示（例えば、図１７における投稿ボタンＢ４の選択）を入力する。表示端末装置１
－１ａの論理スクリーン管理部１９は、表示制御部１７にパブリックスペースの表示を指
示し、通知部１８は、オブジェクトの投稿があったと判断する（ステップＳ２１０：ＹＥ
Ｓ）。通知部１８は、投稿されたオブジェクトの種類がテキストであると判断すると（ス
テップＳ２１５：ＹＥＳ）、入力部１１により入力されたテキストと、ユーザＡのユーザ
ＩＤを設定したオブジェクト追加指示を通信部２２に出力する。通信部２２は、オブジェ
クト追加指示を表示管理装置２に送信する（ステップＳ２２５）。
【００８１】
　表示管理装置２の通信部２２は、オブジェクト追加指示を受信し、画面構成要素管理部
２４に出力する。画面構成要素管理部２４は、オブジェクト追加指示を受信したため投稿
があったと判断し（ステップＳ３１０：ＹＥＳ）、さらに、オブジェクト追加指示に投稿
内容のテキストが設定されているため、テキストの投稿であると判断する（ステップＳ３
１５：ＹＥＳ）。
【００８２】
　投稿テキスト管理部２４２は、コンテンツの投稿があった場合の投稿コンテンツ管理部
２４１の処理と同様の処理を行い、ユーザ参加状況データから参加パブリックスペースＩ
Ｄを読み出す。投稿テキスト管理部２４２は、ソーシャルグラフ記憶部２１１に記憶され
ているユーザ属性データから、オブジェクト追加指示に設定されているユーザＩＤに対応
したアイコン画像を読み出す。投稿テキスト管理部２４２は、参加パブリックスペースＩ
Ｄにより投稿テキスト記憶部２１４に記憶されている投稿テキストデータのレコードを特
定する。このとき、特定されるレコードがない場合、投稿テキスト管理部２４２は、新た
にレコードを追加して参加パブリックスペースＩＤを書き込む。投稿テキスト管理部２４
２は、参加パブリックスペースＩＤが設定されている投稿テキストデータのレコードに、
オブジェクト追加指示から取得したテキスト及びユーザＩＤと、読み出したアイコン画像
と、投稿日時とを対応付けて書き込む。投稿テキスト管理部２４２は、投稿テキストデー
タに書き込んだテキストとアイコン画像を画面更新指示部２５に出力する。
【００８３】
　画面更新指示部２５は、参加パブリックスペースＩＤによりユーザ参加状況のレコード
を特定し、特定したレコードの作成ユーザ及び参加ユーザからユーザＩＤを読み出す。さ
らに、画面更新指示部２５は、読み出したユーザＩＤのそれぞれに対応付けて設定されて
いるアドレスを、ソーシャルグラフ記憶部２１１が記憶しているユーザ属性データから読
み出す。画面更新指示部２５は、読み出したアドレスを宛先として、投稿テキスト管理部
２４２から出力されたテキスト及びアイコン画像を設定したオブジェクト追加表示指示を
送信する（ステップＳ３２５）。
【００８４】
　表示端末装置１－１ａ、表示端末装置１－１ｂ、及び表示端末装置１－２は、以下のス
テップＳ２３０、ステップＳ２３５、ステップＳ２４５の処理を行う。
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　通信部１２は、オブジェクト追加表示指示を受信し、表示制御部１７に出力する。表示
制御部１７は、オブジェクト追加表示指示を受信すると表示を更新すると判断する（ステ
ップＳ２３０：ＹＥＳ）。表示制御部１７は、オブジェクト追加表示指示に投稿内容のテ
キストが設定されているため、テキストの追加表示であると判断する（ステップＳ２３５
：ＹＥＳ）。表示制御部１７の画面組立部１７１は、現在のパブリックスペースの画面に
、オブジェクト追加表示指示から取得したテキスト及びアイコン画像を追加表示する画面
データを生成する。画面組立部１７１は、生成した画面データを表示部１５に出力し、表
示させる（ステップＳ２４５）。
【００８５】
　表示端末装置１－１ａ、及び表示端末装置１－１ｂは、ログアウトが入力されていない
場合は（ステップＳ２４５：ＮＯ）、ステップＳ２１０からの処理を繰り返し、ユーザが
入力部１１によりログアウトを入力した場合は（ステップＳ２４５：ＹＥＳ）、上述した
ログアウトの処理を行なう。
【００８６】
　なお、表示端末装置１－１ａ、表示端末装置１－１ｂは、ステップＳ２１０において投
稿がないと判断した場合、ステップＳ２３０からの処理を行なう。また、表示端末装置１
－１ａ、表示端末装置１－１ｂは、ステップＳ２３０において表示更新がないと判断した
場合、ステップＳ２５０からの処理を行い、表示端末装置１－２は、ステップＳ２３０に
おいて表示更新がないと判断した場合、処理を終了する。また、表示管理装置２は、ステ
ップＳ３１０において投稿がないと判断した場合、処理を終了する。
【００８７】
　なお、投稿テキストデータの各レコードにオブジェクトＩＤを付加することによって、
画面更新指示部２５は、オブジェクト追加表示指示にテキスト及びアイコン画像に代えて
、投稿されたテキストのオブジェクトＩＤを設定してもよい。表示制御部１７は、オブジ
ェクト追加表示指示に設定されているオブジェクトＩＤをデータ取得部１６に出力する。
データ取得部１６は、オブジェクトＩＤに基づいて投稿テキストデータから読み出された
テキスト及びアイコン画像を表示管理装置２から取得し、表示制御部１７に出力する。
【００８８】
　また、オブジェクトをパブリックスペースから削除する場合は以下のように動作する。
ここでは、ユーザＡがコンテンツをパブリックスペースから削除する場合について説明す
る。
　表示端末装置１－１ａがパブリックスペースの画面を表示しているときに、ユーザＡが
入力部１１によりオブジェクトの削除を入力する。例えば、ユーザは、図１２に示す表示
状態で論理スクリーン移動ボタンＢ２を選択する。表示端末装置１－１ａの論理スクリー
ン管理部１９は、プライベートスペースに削除されたオブジェクトの画面を移動する。通
知部１８は、削除されたオブジェクトのオブジェクトＩＤとユーザＡのユーザＩＤとを設
定したオブジェクト削除指示を通信部１２に出力し、通信部１２は、オブジェクト削除指
示を表示管理装置２に送信する。
【００８９】
　表示管理装置２の画面構成要素管理部２４は、通信部２２を介してオブジェクト削除指
示を受信すると、オブジェクト削除指示に設定されているユーザＩＤによりユーザ参加状
況データのレコードを特定し、パブリックスペースＩＤを読み出す。画面構成要素管理部
２４は、読み出したパブリックスペースＩＤにより画面構成要素データのレコードを特定
し、特定したレコードからオブジェクト削除指示に設定されているオブジェクトＩＤを削
除する。
【００９０】
　続いて画面更新指示部２５は、画面構成要素管理部２４が読み出したパブリックスペー
スＩＤにより特定されるユーザ参加状況のレコードから、作成ユーザ及び参加ユーザに設
定されているユーザＩＤを読み出し、読み出したユーザＩＤのそれぞれに対応付けて設定
されているアドレスをユーザ属性データから読み出す。画面更新指示部２５は、読み出し
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たアドレスを宛先として、オブジェクト削除指示から取得したオブジェクトＩＤを設定し
たオブジェクト表示削除指示を送信するよう通信部２２に指示する。
【００９１】
　表示端末装置１－１ａ、表示端末装置１－１ｂ、及び表示端末装置１－２の表示制御部
１７は、通信部１２を介してオブジェクト表示削除指示を受信する。表示制御部１７は、
オブジェクト表示削除指示から取得したオブジェクトＩＤにより特定されるオブジェクト
の画面を、現在のパブリックスペースの画面から削除して表示させる画面データを生成し
、生成した画面データを表示部１５に出力して表示させる。
【００９２】
　上記においては、ユーザＡがオブジェクトをパブリックスペースに追加またはパブリッ
クスペースから削除する場合について説明したが、ユーザＢがオブジェクトをパブリック
スペースに追加またはパブリックスペースから削除する場合についても同様に動作する。
この場合、表示端末装置１－１ｂは上述した表示端末装置１－１ａの処理と同様の処理を
行い、表示端末装置１－１ａは上述した表示端末装置１－１ｂと同様の処理を行う。
【００９３】
　上記では、ユーザＡとユーザＢがそれぞれ表示端末装置１－１を保有し、表示端末装置
１－２を共有している場合について説明した。しかし、ユーザ属性データの設定を変更す
ることで、ユーザＡのみ、あるいはユーザＢのみが表示端末装置１－２を保有する場合、
表示端末装置１－２が複数ある場合、表示端末装置１として表示端末装置１－１のみが複
数ある場合、あるいは、表示端末装置１－２のみが複数ある場合も、表示システムは、上
記と同様に動作する。
【００９４】
　上述した実施形態によれば、表示端末装置１－１は、プライベートスペースをパブリッ
クスペースとは分離し、表示管理装置２は、ユーザが許可したオブジェクトのみをパブリ
ックスペースで共有させることができる。よって、テレビ画面をパブリックスペース、タ
ブレット端末やスマートフォンをプライベートスペースとして利用し、ユーザ間で情報を
共有することが可能となる。また、一つのテレビ画面上で情報を共有するだけでなく、離
れた場所にいるユーザ間でもパブリックスペースとしてテレビやタブレット端末、スマー
トフォンを利用することが可能となる。そして、パブリックスペースとプライベートスペ
ースをスムースに移動できるインタフェースを実現することもできる。
【００９５】
　なお、表示端末装置１－１は、表示端末装置１－２を介して通信ネットワーク９と接続
されてもよい。この場合、表示端末装置１－１は、上記において通信部１２が送受信して
いた全てのデータを連携部１４により送受信する。表示端末装置１－２は、連携部１４ａ
が表示端末装置１－１から受信した他装置宛のデータを通信部１２により送信し、通信部
１２が受信した表示端末装置１－１宛てのデータを連携部１４ａにより送信する。
【００９６】
　また、表示端末装置１－１は、チューナ１３が放送信号から放送番組の動画コンテンツ
データを取得する代わりに、テレビなどの他の表示端末装置１が放送信号から取得した放
送番組の動画コンテンツデータを連携部１４により受信してもよい。この場合、他の表示
端末装置１は、動画コンテンツデータと併せて動画ＩＤを送信する。また、他の表示端末
装置１は、表示端末装置１－１に応じて動画コンテンツデータの解像度や符号化方式を変
換してもよい。
【００９７】
　また、上記の表示システムを家庭内で使用するなど、同じテレビを視聴するユーザ間で
のみ画面共有を行う場合、表示端末装置１－２が表示管理装置２を兼ねてもよい。
【００９８】
　なお、上記においては動画コンテンツに対してパブリックスペースを生成しているが、
動画コンテンツ以外のコンテンツに対してパブリックスペースを生成してもよい。
【００９９】
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　上述した表示端末装置１、表示管理装置２、動画配信装置４、及びコンテンツ提供装置
５は、内部にコンピュータシステムを有している。そして、表示端末装置１のデータ取得
部１６、表示制御部１７、通知部１８、及び論理スクリーン管理部１９、表示管理装置２
のユーザ参加状況管理部２３、画面構成要素管理部２４、及び画面更新指示部２５、動画
配信装置４、ならびにコンテンツ提供装置５の動作の過程は、プログラムの形式でコンピ
ュータ読み取り可能な記録媒体に記憶されており、このプログラムをコンピュータシステ
ムが読み出して実行することによって、上記処理が行われる。ここでいうコンピュータシ
ステムとは、ＣＰＵ及び各種メモリやＯＳ、周辺機器等のハードウェアを含むものである
。
【０１００】
　また、「コンピュータシステム」は、ＷＷＷシステムを利用している場合であれば、ホ
ームページ提供環境（あるいは表示環境）も含むものとする。
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー
ドディスク等の記憶部のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」と
は、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信
する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合の
サーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時
間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機
能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシス
テムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い
。
【符号の説明】
【０１０１】
１、１－１、１－１ａ、１－１ｂ、１－２　表示端末装置
２　表示管理装置
３　放送送出装置
４　動画配信装置
５　コンテンツ提供装置
１１　入力部
１２　通信部
１３　チューナ（コンテンツ取得部）
１４、１４ａ　連携部
１５　表示部
１６　データ取得部（コンテンツ取得部）
１７　表示制御部
１８　通知部
１９　論理スクリーン管理部
２１　記憶部
２２　通信部
２３　ユーザ参加状況管理部
２４　画面構成要素管理部
２５　画面更新指示部
１７１　画面組立部
２１１　ソーシャルグラフ記憶部
２１２　ユーザ参加状況記憶部
２１３　画面構成要素記憶部
２１４　投稿テキスト記憶部
２４１　投稿コンテンツ管理部
２４２　投稿テキスト管理部
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